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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）油溶性紫外線吸収剤の水分散体、
（ｂ）分子量が２０００以上のポリオキシアルキレン変性ポリシロキサン、及び
（ｃ）５質量％以下の紫外線散乱剤、
を含有し、
前記成分（ａ）の油溶性紫外線吸収剤がビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフ
ェニルトリアジンであり、
前記成分（ａ）を内相に含むことを特徴とする油中水型乳化組成物。
【請求項２】
前記成分（ａ）が、油溶性紫外線吸収剤と有機ポリマーとの複合体粒子の水分散体である
ことを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
前記油溶性紫外線吸収剤の配合量が０．０１～３質量％であることを特徴とする、請求項
１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
前記（ｂ）ポリオキシアルキレン変性ポリシロキサンの分子量が６０００以上であること
を特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
水膨潤性粘土鉱物及び第四級アンモニウム塩型カチオン界面活性剤を更に含有することを
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特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
前記（ｃ）紫外線散乱剤が、酸化亜鉛であることを特徴とする、請求項１から５のいずれ
か一項に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油中水型乳化組成物に関し、より詳細には、油溶性紫外線吸収剤を内相（水
相）に配合した安定で高い紫外線防御能を持つ油中水型乳化組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　日焼け止め化粧料は、太陽光線中の紫外線をカットし、紫外線による悪影響から肌を守
ることを目的とする。従来、高い紫外線防御力を達成するためには、微粒子酸化亜鉛など
の紫外線散乱剤を配合する必要があり、紫外線散乱剤を多配合すると、使用性にきしみを
生じたり、仕上がりが白っぽく不自然になる等の問題があった。
【０００３】
　一方、２、４－ビス－｛［４－（２－エチルヘキシルオキシ）－２－ヒドロキシ］フェ
ニル｝－６－（４－メトキシフェニル）－（１、３、５）－トリアジン（以下、本明細書
では「ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン」とする）等の
油溶性紫外線吸収剤は、高い紫外線防御効果を有しているが、油溶性紫外線吸収剤には難
溶性のものが多く、油相中で低温において析出してしまうといった安定性の問題が生じる
ことがあった。
【０００４】
　例えば特許文献１には、難溶性の紫外線吸収剤をスチレン等からなる球状ポリマー粒子
に内包させて球状粉末とすることにより油溶性を向上させ、油相中への高配合を可能にし
たことが記載されているが、当該紫外線吸収剤を水相には配合した例は無い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－９１３０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　よって本発明における課題は、溶解度の低い油溶性紫外線吸収剤を含有し、使用性が良
好であり、なおかつ紫外線吸収能と安定性に優れた油中水型乳化組成物を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するため、本発明は、（ａ）油溶性紫外線吸収剤の水分散体、（ｂ）
分子量が２０００以上のポリオキシアルキレン変性ポリシロキサン、及び（ｃ）５質量％
以下の紫外線散乱剤、を含有し、前記成分（ａ）を内相に含むことを特徴とする油中水型
乳化組成物を提供する。
　本発明において、前記成分（ａ）は、油溶性紫外線吸収体と有機ポリマーとの複合体粒
子の水分散体であるのが好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の水中油型乳化組成物は、油分に難溶性の紫外線吸収剤を内相（水相）に配合す
ることにより系の安定性を向上させることができた。また、同じ紫外線吸収剤を油相（外
相）に配合した場合に比較して紫外線防御能が向上するという有利な効果も奏する。また
本発明の油中水型乳化組成物は紫外線散乱剤を所定量以下しか含有しないため、きしみ感



(3) JP 5058352 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

がなく使用性が良好である。さらに、高い紫外線防御能を有し、なおかつ安定性に優れて
いる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１、２及び比較例１、２の組成物の紫外線吸収スペクトルを示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の水中油型乳化組成物は、油溶性紫外線吸収剤の水分散体（成分ａ）を内相（水
相）に含有していることを特徴とする。
　油溶性紫外線吸収剤としては、特に限定されないが、水に不溶性で油に難溶性の紫外線
吸収剤から選択するのが好ましい。但し、メチレンビスベンゾトリアゾールテトラメチル
ブチルフェノール等の実質的に油不溶性のものは含まれない。油不溶性の紫外線吸収剤の
水分散物を用いて水中油型乳化組成物を調製し、それを皮膚に適用した場合には、塗布し
た皮膚が不自然に白っぽくなることがある。
　難溶性の紫外線吸収剤には、前記特許文献１に記載されたものが含まれ、具体的には、
ベンゾフェノン誘導体、トリアジン誘導体等が挙げられるが、特にトリアジンン誘導体、
中でもビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジンが好ましい。こ
のビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジンは、ＢＡＳＦ社から
チノソーブＳという商品名で市販されており、当該市販品を使用することができる。
【００１１】
　また、本発明における油溶性紫外線吸収剤の水分散体は、油溶性紫外線吸収剤と有機ポ
リマーとの複合体粒子の水分散体であるのが特に好ましい。複合体粒子とすることにより
、水分散体を含む水相と油とが共存する場合に油溶性紫外線吸収剤が水相から油相に溶出
してしまうことが抑制される。
　油溶性紫外線吸収体と有機ポリマーとの複合体粒子の水分散体は、例えば、ＷＯ２００
９／００７２６４に記載されている方法に従って調製することができる。簡潔に言えば、
紫外線吸収剤と有機モノマーの混合物を水中に分散させた状態で乳化重合させることによ
り紫外線吸収剤と有機ポリマーとの複合体粒子が分散した水性分散体として得ることがで
きる。
　有機モノマーとしては、エチレン性不飽和結合を有するモノマー、例えば、アクリル酸
、メタクリル酸、アクリル酸アルキル、メタクリル酸アルキル、スチレンモノマー、ナイ
ロンモノマー等が好ましく使用される。
【００１２】
　このような複合粒子の水分散体としては、ＢＡＳＦ社からチノソーブＳアクアの商品名
で市販されているものを使用できる。チノソーブＳアクア（Tinosorb S aqua）は、水に
分散されたビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン（チノソー
ブＳ）とポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）との複合粒子を含み、ビスエチルヘキシル
オキシフェノールメトキシフェニルトリアジンとＰＭＭＡの含有量は、各々２０質量％と
１９質量％である。
【００１３】
　本発明の組成物における油溶性紫外線吸収剤の配合量は、乾燥質量として５質量％以下
、好ましくは３質量％以下、より好ましくは０．０１～３質量％とする。配合量が０．０
１質量％未満であると十分な紫外線吸収能が得られず、５質量％を越えて配合するとべた
つくといった使用性に問題を生ずる傾向がある。
　なお、例えば２０質量％の紫外線吸収剤を含有する水分散体（成分ａ）の配合量として
換算すれば、当該分散体は２５質量％以下、好ましくは１５質量％以下、より好ましくは
０．０５～１５質量％で配合することになる。
【００１４】
　本発明の油中水型乳化組成物は、乳化剤として、分子量が２０００以上のポリオキシア
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ルキレン変性ポリシロキサンを含有している。
　本発明で用いられるポリアルキレン変性ポリシロキサンとしては、ＰＯＥ・メチルポリ
シロキサン共重合体、シリコーン鎖分岐型ＰＯＥ・メチルポリシロキサン共重合体、架橋
型ＰＯＥ・メチルポリシロキサン共重合体、アルキル・ＰＯＥ共変性メチルポリシロキサ
ン共重合体、シリコーン鎖分岐型アルキル・ＰＯＥ共変性メチルポリシロキサン共重合体
などが挙げられ、市販されるものとして、Evonik Goldschmidt GmbH社のＡＢＩＬ　ＥＭ
９０、信越化学工業株式会社のＫＦ－６０１７、ＫＦ－６０２８，ＫＦ－６０３８、東レ
・ダウコーニング株式会社社のＢＹ２２－００８　Ｍ、ＢＹ１１－０３０，５２００　Ｆ
ｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　Ａｉｄなどを好適に用いることが出来る。
【００１５】
　好ましいポリオキシアルキレン変性オルガノポリシロキサンは、分子量が２０００以上
、好適には６０００以上のものである。本発明におけるポリオキシアルキレン変性ポリシ
ロキサンの分子量の上限は特に限定されないが、通常は８０００以下程度である。
【００１６】
　本発明の乳化組成物には、この分子量が２０００以上、好適には６０００以上のポリオ
キシアルキレン変性ポリシロキサン（以下、「特定分子量のポリオキシアルキレン変性ポ
リシロキサン」とする）は、１種または２種以上を含有させることができる。
【００１７】
　本発明の乳化組成物における、特定分子量のポリオキシアルキレン変性ポリシロキサン
の添加量は、通常は、好ましくは組成物に対して７．５質量％以下、より好ましくは５質
量％以下、さらに好ましくは０．０１～３質量％である。この添加量が、０．０１質量％
未満であると、十分な油中水型の乳化を行うことが困難な場合があり、７．５質量％を超
えて添加すると乳化組成物にべたつきが生じて使用性が悪くなる傾向が認められる。
【００１８】
　本発明の乳化組成物には、所定量以下の紫外線散乱剤を更に配合して紫外線遮蔽効果を
更に向上させることができる。
　紫外線散乱剤としては、微粒子酸化亜鉛及び／又は微粒子酸化チタンを用いるのが好ま
しい。
【００１９】
　ここで用いられる微粒子酸化亜鉛は、化粧料等の外用組成物において一般的に用いられ
ている、平均粒子径が０．１μｍ以下（平均粒子径の下限は、特に限定されないが、通常
は３０ｎｍ程度である）の微粒子酸化亜鉛が好ましく、フランス法やアメリカ法等の常法
により製造することが可能であり、市販品を用いることも可能である。市販の微粒子酸化
亜鉛としては、例えば、ＦＩＮＥＸ－２５、ＦＩＮＥＸ－５０、ＦＩＮＥＸ－７５（堺化
学工業社製）、ＺｎＯ３５０（住友大阪セメント社製）、ＺＩＮＣＯＸ　ＳＵＰＥＲ－１
０、ＺＩＮＣＯＸ　ＳＵＰＥＲ－２０Ｒ、ＺＩＮＣＯＸ　ＳＵＰＥＲ－３０、ＺＩＮＣＯ
Ｘ　ＣＰ－１（白水化学工業社製）、Ｚ－ＣＯＴＥ（Ｓｕｎ　Ｓｍａｒｔ　社製）、ＭＺ
－５００、ＭＺ－７００（テイカ社製）などが挙げられる。
【００２０】
　ここで用いられる微粒子酸化チタンは、化粧料等の外用組成物において一般的に用いら
れている、平均粒子径が０．１μｍ以下（平均粒子径の下限は、特に限定されないが、通
常は３０ｎｍ程度である）の微粒子酸化チタンであり、硫酸法や塩素法等の常法により製
造することが可能であり、市販品を用いることも可能である。市販の微粒子酸化チタンと
しては、例えば、ＳＩＶ　シリーズ，　ＴＴＯ－５５シリーズ，ＴＴＯ－Ｓシリーズ（石
原産業社製）、ＭＴ－１００ＴＶ，ＭＴ－５００Ｖ，　ＭＴ－０１（テイカ社製）などが
挙げられる。
【００２１】
　また、本発明で使用される紫外線散乱剤（例えば、微粒子酸化亜鉛及び微粒子酸化チタ
ン）は、粒子表面に疎水化処理を施した疎水化処理粉末であるのが好ましい。
　疎水化処理粉末を製造するための疎水化剤としては、特に限定されないが、シリコーン
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処理剤、脂肪酸、脂肪酸石鹸、脂肪酸エステル等が挙げられる。シリコーン処理剤として
は、例えば、メチルハイドロジェンポリシロキサン、ジメチルポリシロキサン、メチルフ
ェニルポリシロキサンなどの各種のシリコーンオイルや、メチルトリメトキシシラン、エ
チルトリメトキシシラン、ヘキシルトリメトキシシラン、オクチルトリメトキシシランな
どの各種のアルキルシランや、トリフルオロメチルエチルトリメトキシシラン、ヘプタデ
カフルオロデシルトリメトキシシランなどの各種のフルオロアルキルシランなどが挙げら
れる。また、脂肪酸としては、例えば、パルミチン酸、イソステアリン酸、ステアリン酸
、ラウリン酸、ミリスチン酸、ベヘニン酸、オレイン酸、ロジン酸、１２―ヒドロキシス
テアリン酸等が挙げられる。また、脂肪酸石鹸としては、例えば、ステアリン酸アルミニ
ウム、ステアリン酸カルシウム、１２―ヒドロキシステアリン酸アルミニウム等が挙げら
れる。また、脂肪酸エステルとしては、デキストリン脂肪酸エステル、コレステロール脂
肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、デンプン脂肪酸エステル等が挙げられる。これら
の疎水化剤のうち、１種または２種以上を用いて、常法に従い、微粒子粉末の疎水化処理
を行うことができる。
【００２２】
　なお、上述した微粒子酸化亜鉛または微粒子酸化チタン以外の、紫外線遮蔽効果を有す
る微粒子酸化金属粉末、例えば、微粒子酸化鉄、微粒子酸化セリウム、微粒子酸化タング
ステン等を、好適には、上述した疎水化処理を施して、紫外線散乱剤として本発明の乳化
組成物に配合することができるのは言うまでもない。
【００２３】
　本発明の乳化組成物に紫外線散乱剤を配合する場合の配合量は、特に限定されるもので
はないが、好ましくは、組成物に対して５質量％以下、より好ましくは３質量％以下、更
に好ましくは２質量％以下である。特筆すべきことは、本発明の油中水型乳化組成物は、
油溶性（難溶性）紫外線吸収剤を水分散体の形態で内相（水相）に配合したことにより向
上した紫外線防御効果が得られることであり、その効果は紫外線散乱剤を配合しない場合
でも十分である。従って、本発明の乳化組成物は紫外線散乱剤を含有していなくてもよく
、含有する場合でも、その配合量を抑制できるため、きしみ等の使用性の問題を生じない
ことである。
【００２４】
　さらに、本発明の乳化組成物は、水膨潤性粘土鉱物と第四級アンモニウム塩型カチオン
界面活性剤とを組み合わせて配合することにより、乳化安定性を更に向上させることがで
きる。
【００２５】
　水膨潤性粘土鉱物と第四級アンモニウム塩型カチオン界面活性剤とを組み合わせて配合
すると、それらが、接触することにより特定の有機変性粘土鉱物が形成され、これが、乳
化組成物の安定性の向上に寄与すると考えられる（以下、特に断わらない限り、「有機変
性粘土鉱物」と記載した場合には、この有機変性粘土鉱物のことを意味するものとする）
。
　有機変性粘土鉱物の調製法等の詳細は、例えば特開平２－１４０９８号公報に記載され
ているが、その概略を以下に示す。
【００２６】
　水膨潤性粘土鉱物は、三層構造を有するコロイド含有ケイ酸アルミニウムの一種で、一
般的に、下記式（１）で表されるものである。
（Ｘ，Ｙ）２－３（Ｓｉ，Ａｌ）４Ｏ１０（ＯＨ）２Ｚ１／３・ｎＨ２Ｏ　　　　（１）
　式中、Ｘ　は、Ａｌ、ＦｅＩＩＩ　、ＭｎＩＩＩ　、または、ＣｒＩＩＩ　であり、Ｙ
　は、Ｍｇ、ＦｅＩＩ、Ｎｉ、Ｚｎ、または、Ｌｉであり、Ｚ　は、Ｋ　、Ｎａ、または
、Ｃａである。
【００２７】
　この水膨潤性粘土鉱物の具体例としては、ベントナイト、スメクタイト、モンモリロナ
イト、パイデライト、ノントロナイト、サポナイト、ヘクトライト等が挙げられ、これら
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は、天然および合成品のいずれであってもよい。市販品では、クニピア（クニミネ工業社
製）、スメクトン（クニミネ工業社製）、ビーガム（バンダービルト社製）、ラポナイト
（ラポルテ社製）、フッ素四ケイ素雲母（トピー工業社製）等が挙げられる。
【００２８】
　一方、第四級アンモニウム塩型カチオン界面活性剤としては、下記式（２）で表される
ものが好ましく用いられる。
【００２９】
【化１】

　式中、Ｒ５　は炭素原子数が１０～２２のアルキル基またはベンジル基、Ｒ６　はメチ
ル基または炭素原子数１０～２２のアルキル基、Ｒ７　とＲ８　は、炭素原子数が１～３
のアルキル基またはヒドロキシアルキル基、Ａは、ハロゲン原子またはメチルサルフェー
ト残基を表す。
【００３０】
　第四級アンモニウム塩型カチオン界面活性剤の具体例としては、ドデシルトリメチルア
ンモニウムクロリド、ミリスチルトリメチルアンモニウムクロリド、セチルトリメチルア
ンモニウムクロリド、ステアリルトリメチルアンモニウムクロリド、アラキルトリメチル
アンモニウムクロリド、ベヘニルトリメチルアンモニウムクロリド、セチルジメチルアン
モニウムクロリド、ステアリルジメチルアンモニウムクロリド、アラキルジメチルアンモ
ニウムクロリド、ベヘニルジメチルアンモニウムクロリド、セチルジエチルアンモニウム
クロリド、ステアリルジエチルアンモニウムクロリド、アラキルジエチルアンモニウムク
ロリド、ベヘニルジエチルアンモニウムクロリド、ベンジルジメチルミリスチルアンモニ
ウムクロリド、ベンジルジメチルセチルアンモニウムクロリド、ベンジルジメチルステア
リルアンモニウムクロリド、ベンジルジメチルベヘニルアンモニウムクロリド、ベンジル
ジメチルエチルセチルアンモニウムクロリド、ベンジルジメチルエチルステアリルアンモ
ニウムクロリド、ジステアリルジメチルアンモニウムクロリド、ジベヘニルジヒドロキシ
エチルアンモニウムクロリド、および相当するプロミド等、さらに、ジパルミチルプロピ
ルエチルアンモニウムメチルサルフェート等が挙げられる。
【００３１】
　これらの第四級アンモニウム塩型カチオン界面活性剤は、上記の水膨潤性粘土鉱物１０
０ｇに対して、６０～１４０ミリ当量の範囲で用いることが好適である。この第四級アン
モニウム塩型カチオン界面活性剤量が６０ミリ当量未満では乳化が良好に行われず、１４
０ミリ当量を超えると組成物の経時的な安定性が劣る傾向が認められる。
【００３２】
　このようにして得られる有機変性粘土鉱物は、市販品を用いることも可能である。かか
る市販品としては、ベントン３８（エレメンテス社製）等を挙げることができる。
【００３３】
　この態様での、水膨潤性粘土鉱物および第四級アンモニウム塩型カチオン界面活性剤の
、本乳化組成物における含有量は、両成分の総質量として、組成物に対して０．１～１０
質量％が好適であり、同１～５質量％が、特に好適である。
【００３４】
　さらに、有機変性粘土鉱物を配合した形態の乳化組成物においては、非イオン性界面活
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性剤、及び／又は、常温で液状の脂肪酸、及び／又は、常温で液状の高級アルコールを更
に含有させると、乳化安定性を一層向上させることができる。
【００３５】
　この態様において用いられる、非イオン性界面活性剤は、好ましくはＨＬＢ値が２～１
６、特に好ましくは３～１２の非イオン性界面活性剤である。
　具体的には、例えば、ポリオキシエチレン２～３０モル付加〔以下、ＰＯＥ（２～３０
）の要領で記載することもある〕オレイルエーテル、ＰＯＥ（２～３５）ステアリルエー
テル、ＰＯＥ（１～２０）アルキルフェニルエーテル、ＰＯＥ（６～１８）ベヘニルエー
テル、ＰＯＥ（５～２５）２－デシルペンタデシルエーテル、ＰＯＥ（３～３０）２－デ
シルテトラデシルエーテル、ＰＯＥ（８～１６）２－オクチルデシルエーテル等のエーテ
ル型界面活性剤；
　ＰＯＥ（４～６０）硬化ヒマシ油、ＰＯＥ（３～１４）脂肪酸モノエステル、ＰＯＥ（
６～３０）脂肪酸ジエステル、ＰＯＥ（５～２０）ソルビタン脂肪酸エステル等のエステ
ル型界面活性剤；
　ＰＯＥ（２～３０）グリセリルモノイソステアレート、ＰＯＥ（１０～６０）グリセリ
ルトリイソステアレート、ＰＯＥ（７～５０）硬化ヒマシ油モノイソステアレート、ＰＯ
Ｅ（１２～６０）硬化ヒマシ油トリイソステアレート等のエーテルエステル型界面活性剤
；
　デカグリセリルテトラオレート、ヘキサグリセリルトリイソステアレート、ジグリセリ
ルジイソステアレート、グリセリルモノオレエート等の多価アルコール脂肪酸エステル型
界面活性剤等が挙げられる。
【００３６】
　また、常温（具体的には、１０～３５℃程度、以下、同様である）で液体の脂肪酸とし
ては、外用組成物等に含有させることが可能な脂肪酸であれば特に限定されず、例えば、
オレイン酸、イソステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、エイコサペンタエン酸、ド
コサヘキサエン酸等が挙げられる。これらの一種または二種以上を選択して配合すること
ができる。
【００３７】
　また、常温で液体の高級アルコールとしては、外用組成物等に含有させることが可能な
高級アルコールであれば特に限定されず、例えば、オレイルアルコール、イソステアリル
アルコール、オクチルドデカノール、デシルテトラデカノール、ホホバアルコール等が挙
げられる。これらの一種または二種以上を選択して配合することができる。
【００３８】
　非イオン性界面活性剤、及び／又は、常温で液体の脂肪酸、及び／又は、常温で液体の
高級アルコールは、上記の水膨潤性粘土鉱物に対して、質量比で０．０１～５の範囲で含
有することが好ましく、さらに好ましくは、０．０５～４の範囲である。この質量比が０
．０１未満であると、乳化が良好に行われなくなることが多くなり、逆に５を超えると組
成物の経時的な安定性が劣る傾向が認められる。
【００３９】
　本発明の乳化組成物は、水相に配合する前記油溶性紫外線吸収剤の水分散体（成分ａ）
に加えて、さらに他の紫外線吸収剤を含有してもよい。
　他の紫外線吸収剤は、油溶性であって油相（外相）に溶解するものが好ましく、水相に
存在する前記紫外線吸収剤（成分Ａ）と相乗的に紫外線を吸収するものが好ましい。
　そのような紫外線吸収剤としては、特に限定されないが、例えば、メトキシケイ皮酸誘
導体、ジフェニルアクリル酸誘導体、サリチル酸誘導体、パラアミノ安息香酸誘導体、ト
リアジン誘導体、ベンゾフェノン誘導体、ベンザルマロナート誘導体、アントラニル誘導
体、イミダゾリン誘導体、４ ， ４ － ジアリールブタジエン誘導体、及びフェニルベン
ズイミダゾール誘導体系が挙げられる。具体的には、パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘ
キシル、ホモサレート、オクチルサリシレート、オキシベンゾン、４－ｔ－ブチル－４’
－メトキシジベンゾイルメタン、オクチルトリアゾン、ビスエチルヘキシルフェノールメ
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トキシフェニルトリアジン、メチレンビスベンゾトリアゾリルテトラメチルブチルフェノ
ール、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、ジヒドロキシジメトキシベンゾフ
ェノン、ジヒドロキシベンゾフェノン、テトラヒドロキシベンゾフェノン、ジエチルアミ
ノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリル酸
－２’－エチルヘキシルエステル、ポリシリコーン－１５、ドロメトリゾールポリシロキ
サン等が挙げられる。
【００４０】
　本発明の乳化組成物には、上述した成分の他に、化粧料等の外用組成物に通常用いるこ
とが可能な他の成分を、本発明の所期の効果を実質的に妨げない限度内において含有させ
ることができる。
【００４１】
　本発明の乳化組成物に含有させ得る油分は、特に限定されず、例えば以下のようなもの
を挙げることができる。
　シリコーン油としては、例えば、鎖状ポリシロキサン（例えば、ジメチルポリシロキサ
ン、メチルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン等）；環状ポリシロキサ
ン（例えば、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン
、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン等）、３次元網目構造を形成しているシリコーン
樹脂、シリコーンゴム、各種変性ポリシロキサン（アミノ変性ポリシロキサン、ポリエー
テル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等）
等が挙げられる。特に揮発性の環状ポリシロキサンを含有させることで、さっぱりとした
心地よい使用感触を付与することができる。
【００４２】
　液体油脂としては、例えば、アボガド油、ツバキ油、タートル油、マカデミアナッツ油
、トウモロコシ油、ミンク油、オリーブ油、ナタネ油、卵黄油、ゴマ油、パーシック油、
小麦胚芽油、サザンカ油、ヒマシ油、アマニ油、サフラワー油、綿実油、エノ油、大豆油
、落花生油、茶実油、カヤ油、コメヌカ油、シナギリ油、日本キリ油、ホホバ油、胚芽油
、トリグリセリン等が挙げられる。
　固体油脂としては、例えば、カカオ脂、ヤシ油、馬脂、硬化ヤシ油、パーム油、牛脂、
羊脂、硬化牛脂、パーム核油、豚脂、牛骨脂、モクロウ核油、硬化油、牛脚脂、モクロウ
、硬化ヒマシ油等が挙げられる。
【００４３】
　ロウ類としては、例えば、ミツロウ、カンデリラロウ、綿ロウ、カルナウバロウ、ベイ
ベリーロウ、イボタロウ、鯨ロウ、モンタンロウ、ヌカロウ、ラノリン、カポックロウ、
酢酸ラノリン、液状ラノリン、サトウキビロウ、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラウリン
酸ヘキシル、還元ラノリン、ジョジョバロウ、硬質ラノリン、セラックロウ、ＰＯＥ　ラ
ノリンアルコールエーテル、ＰＯＥ　ラノリンアルコールアセテート、ＰＯＥ　コレステ
ロールエーテル、ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール、　ＰＯＥ水素添加ラノリンア
ルコールエーテル等が挙げられる。
【００４４】
　炭化水素油としては、例えば、流動パラフィン、オゾケライト、スクワラン、プリスタ
ン、パラフィン、セレシン、スクワレン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等が
挙げられる。
　高級脂肪酸としては、例えば、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン
酸、ベヘン酸、オレイン酸、ウンデシレン酸、トール酸、イソステアリン酸、リノール酸
、リノレイン酸、エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）、ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）等が
挙げられる。
【００４５】
　高級アルコールとしては、例えば、直鎖アルコール（例えば、ラウリルアルコール、セ
チルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ミリスチルアルコール、
オレイルアルコール、セトステアリルアルコール等）；分枝鎖アルコール（例えば、モノ
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ステアリルグリセリンエーテル（バチルアルコール）　、２－デシルテトラデシノール、
ラノリンアルコール、コレステロール、フィトステロール、ヘキシルドデカノール、イソ
ステアリルアルコール、オクチルドデカノール等）等が挙げられる。
【００４６】
　合成エステル油としては、ミリスチン酸イソプロピル、オクタン酸セチル、ミリスチン
酸オクチルドデシル、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸ブチル、ラウリン酸ヘキ
シル、ミリスチン酸ミリスチル、オレイン酸デシル、ジメチルオクタン酸ヘキシルデシル
、乳酸セチル、乳酸ミリスチル、酢酸ラノリン、ステアリン酸イソセチル、イソステアリ
ン酸イソセチル、　１２－ヒドロキシステアリン酸コレステリル、ジ－２－　エチルヘキ
サン酸エチレングリコール、ジペンタエリスリトール脂肪酸エステル、モノイソステアリ
ン酸Ｎ－アルキルグリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、リンゴ酸ジイソス
テアリル、ジ－２－　ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２－　エチルヘキサン酸
トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－
　エチルヘキサン酸ペンタエリスリトール、トリ－２－　エチルヘキサン酸グリセリン、
トリオクタン酸グリセリン、トリイソパルミチン酸グリセリン、トリイソステアリン酸ト
リメチロールプロパン、セチル２－エチルヘキサノエート、２－エチルヘキシルパルミテ
ート、トリミリスチン酸グリセリン、トリ－２－　ヘプチルウンデカン酸グリセライド、
ヒマシ油脂肪酸メチルエステル、オレイン酸オレイル、アセトグリセライド、パルミチン
酸２－ヘプチルウンデシル、アジピン酸ジイソブチル、Ｎ－ラウロイル－Ｌ－　グルタミ
ン酸－２－　オクチルドデシルエステル、アジピン酸ジ－２－　ヘプチルウンデシル、エ
チルラウレート、セバシン酸ジ－２－エチルヘキシル、ミリスチン酸２－ヘキシルデシル
、パルミチン酸２－ヘキシルデシル、アジピン酸２－ヘキシルデシル、セバシン酸ジイソ
プロピル、コハク酸２－エチルヘキシル、クエン酸トリエチル等が挙げられる。
【００４７】
　また、本発明の乳化組成物に含有させ得る粉末成分としては、例えば、無機粉末（例え
ば、タルク、カオリン、雲母、絹雲母（セリサイト）、白雲母、金雲母、合成雲母、紅雲
母、黒雲母、パーミキュライト、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、ケイ酸アルミニウ
ム、ケイ酸バリウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸ストロンチウム、
タングステン酸金属塩、マグネシウム、シリカ、ゼオライト、硫酸バリウム、焼成硫酸カ
ルシウム（焼セッコウ）、リン酸カルシウム、弗素アパタイト、ヒドロキシアパタイト、
セラミックパウダー、金属石鹸（例えば、ミリスチン酸亜鉛、パルミチン酸カルシウム、
ステアリン酸アルミニウム）、窒化ホウ素等）；有機粉末（例えば、ポリアミド樹脂粉末
（ナイロン粉末）、ポリエチレン粉末、ポリメタクリル酸メチル粉末、ポリスチレン粉末
、スチレンとアクリル酸の共重合体樹脂粉末、ポリウレタン粉末、ベンゾグアナミン樹脂
粉末、ポリ四弗化エチレン粉末、セルロース粉末等）；シリコーン粉末、シリコーン弾性
粉末；無機白色顔料〔例えば、二酸化チタン、酸化亜鉛等（微粒子ではないことが一般的
である）〕；無機赤色系顔料（例えば、酸化鉄（ベンガラ）、チタン酸鉄等）；無機褐色
系顔料（例えば、γ－酸化鉄等）；無機黄色系顔料（例えば、黄酸化鉄、黄土等）；無機
黒色系顔料（例えば、黒酸化鉄、低次酸化チタン等）；無機紫色系顔料（例えば、マンゴ
バイオレット、コバルトバイオレット等）；無機緑色系顔料（例えば、酸化クロム、水酸
化クロム、チタン酸コバルト等）；無機青色系顔料（例えば、群青、紺青等）；パール顔
料（例えば、酸化チタンコーテッドマイカ、酸化チタンコーテッドオキシ塩化ビスマス、
酸化チタンコーテッドタルク、着色酸化チタンコーテッドマイカ、オキシ塩化ビスマス、
魚鱗箔等）；金属粉末顔料（例えば、アルミニウムパウダー、カッパーパウダー等）；ジ
ルコニウム、バリウム又はアルミニウムレーキ等の有機顔料（例えば、赤色２０１号、赤
色２０２号、赤色２０４号、赤色２０５号、赤色２２０号、赤色２２６号、赤色２２８号
、赤色４０５号、橙色２０３号、橙色２０４号、黄色２０５号、黄色４０１号、及び青色
４０４号などの有機顔料、赤色３号、赤色１０４号、赤色１０６号、赤色２２７号、赤色
２３０号、赤色４０１号、赤色５０５号、橙色２０５号、黄色４号、黄色５号、黄色２０
２号、黄色２０３号、緑色３号及び青色１号等）；天然色素（例えば、クロロフィル、β
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【００４８】
　その他、上述した非イオン性界面活性剤以外の界面活性剤、保湿剤、増粘剤、金属イオ
ン封鎖剤、低級アルコール、多価アルコール、糖、アミノ酸、有機アミン、高分子エマル
ジョン、ｐＨ調製剤、皮膚栄養剤、ビタミン、酸化防止剤、酸化防止助剤、香料、水等を
必要に応じて適宜配合し、目的とする剤形に応じて、本乳化組成物を、常法により製造す
ることが出来る。
【実施例】
【００４９】
　以下に具体例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定さ
れるものではない。また、以下の実施例等における配合量は特に断らない限り質量％を示
す。
【００５０】
（実施例及び比較例）
　下記表１及び２に掲げた組成を有する油中水型乳化組成物を調製した。具体的には、カ
チオン変性ベントナイト及び粉末を除いた油相部を７０℃に加熱して均一に溶解させ、油
相部にカチオン変性ベントナイトをホモミキサーで分散させた後、各種の疎水化処理粉末
及びその他の粉末を添加してホモミキサーで分散させた。別途、調製した水相部を、上記
のように調製した油相部に徐々に添加しながら、ホモミキサーを用いて乳化させた。得ら
れた乳化組成物を脱気し、所定の容器に充填して各サンプルを調製した。
　次いで、調製した各サンプルを５０ｍＬスクリュー管に封入し、少量のビスエチルヘキ
シルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジンを固体の状態で加え、０℃で１週間保
存した後の各混合物を顕微鏡観察することにより油相の安定性を評価した。それらの結果
を、添加した以上の量の結晶が観察された場合を×、添加した以上の量の結晶が見られな
かった場合を○として、表１及び２に併せて示す。
【００５１】
　また、各例の組成物を４０ｍｌずつ、５０ｍｌ容量のバイアルに入れ、密封して５０℃
の恒温槽に入れ、１ヵ月後の状態を、特に、光学顕微鏡観察により乳化粒子の状態に着目
して観察し、以下の評価基準で評価した（乳化安定性）。このとき、２層分散タイプのた
め乳化粒子の観察は、サンプルをよく振とうしてから行った。
＜評価基準＞
　◎：乳化粒子の合一が見られない。
　○：乳化粒子の合一がわずかに見られる。
　△：乳化粒子の合一が見られ、乳化粒子の大きさが当初の１．５倍以上である。
　×：乳化粒子の合一が見られ、乳化粒子の大きさが当初の２倍以上である。
【００５２】
　また、得られた組成物の使用感触について、女性専門パネル１０名により、各試料を実
際に肌に塗布してもらい使用感（きしみのなさ）について以下の基準に従って評価した。
結果を表１に併せて示す。
　◎：８名以上がきしみがないと評価した。
　○：５～７名がきしみがないと評価した。
　△：３～４名がきしみがないと評価した。
　×：２名以下がきしみがないと評価した。
【００５３】
　実施例１、２及び比較例１、２の各組成物のサンプル１８．８７μＬをＰＭＭＡ製の膜
（５ｃｍ×５ｃｍ）の表面に０．７５ｍｇ／ｃｍ２の割合で均一に塗布した。１５分放置
した後、分光光度計（Ｕ－４１００：日立製作所製）を用いて各サンプルの吸光度を測定
した。それらの結果を図１に示す。
【００５４】
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【００５５】
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【表２】

【００５６】
　ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジンを油相中に配合した
比較例１では、低温（０℃）で結晶析出が見られ、安定性に問題があった。それに対して
同紫外線吸収剤を水分散体として水相に配合した実施例１～６では、結晶析出が見られず
安定であった。
　また紫外線散乱剤を８％配合した比較例２では、使用感に劣っていたが紫外線散乱剤が
５％以下である実施例１～６では使用感が優れていた。
　また、有機変性粘土鉱物を配合した実施例１～４及び６は、配合していない実施例５に
比較して乳化安定性が向上した。
【００５７】
　図１に示した結果からは、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリ
アジンを水分散体の形態で水相中に配合した組成物（実施例１)では、ビスエチルヘキシ
ルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジンを油相中に配合した比較例１よりも優れ
た紫外線吸収能を示すことが明らかになった。さらに、ビスエチルヘキシルオキシフェノ
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ールメトキシフェニルトリアジンを水分散体の形態で水相中に配合した本発明の組成物（
実施例１）は、紫外線散乱剤を含有していないにも関わらず十分な紫外線防御効果を示し
た。
【００５８】
　以下に示す処方で水中油型乳化組成物からなる化粧料を調製した。
処方例１ 日焼け止め乳液 
デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　１０
イソドデカン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０
ポリオキシアルキレン変性ポリシロキサン共重合体　　　　　　　　　１
オレフィンオリゴマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
ジメチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
カプリリルメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
イソプロピルミリステート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
パルミチン酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル　　　　　　　　　　　　１０
ポリシリコーン－１５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル　　　　　　　３
ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン
水分散体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０
疎水化処理酸化亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
カチオン変性サポナイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残余
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
キレート剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００５９】
処方例２　日焼け止め乳液
ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５
デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　５
フェニルトリメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
ポリオキシアルキレン変性ポリシロキサン共重合体　　　　　　　　　１
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
２－エチルヘキサン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
イソノナン酸イソノニル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
テトラ２－エチルヘキサン酸ペンタエリトリット　　　　　　　　　　２
ジメチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル　　　　　　　　　　　　　５
２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリル酸－２’－
エチルヘキシルエステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
４－ｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン　　　　　　　　３
フェニルベンズイミダゾールスルホン酸　　　　　　　　　　　　　　２
ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン
水分散体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５
カチオン変性ヘクトライト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
疎水化処理酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
疎水化処理酸化亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
ＰＭＭＡ粉末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６
パラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
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ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残余
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
キレート剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００６０】
処方例３　日焼け止めクリーム
デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　２０
イソヘキサデカン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
ポリオキシアルキレン変性ポリシロキサン共重合体　　　　　　　　　３
セチルイソオクタノエート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０
ジメチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル　　　　　　　　　　　　　　　２
セバシン酸ジイソプロピル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル　　　　　　　　　　　　　５
２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリル酸－２’－
エチルヘキシルエステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン
水分散体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
メチレンビスベンゾトリアゾリルテトラメチルブチルフェノール　　　１
２－ヒドロキシ４－メトキシベンゾフェノン　　　　　　　　　　　　１
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残余
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
カチオン変性ベントナイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．５
疎水化処理酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
疎水化処理酸化亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
シリカ粉末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
キレート剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
【００６１】
処方例４　日焼け止め乳液
デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　２５
ジメチコン（１．５ＣＳ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５
ポリオキシアルキレン変性ポリシロキサン共重合体　　　　　　　　　２
アジピン酸ジイソプロピル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０
カプリリルメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
安息香酸アルキル（Ｃ１２－１５）　　　　　　　　　　　　　　　　４
２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリル酸－２’－
エチルヘキシルエステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８
ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン
水分散体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２
メチレンビスベンゾトリアゾリルテトラメチルブチルフェノール　　　５
（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー　　　　　　　　　５
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残余
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
ＰＥＧ－４００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
硫酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
アスコルビン酸－２グルコシド　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
疎水化処理酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
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疎水化処理酸化亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
ナイロン－１２粉末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
キレート剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量

【図１】
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